
22広報やながわ 2018.10.123 広報やながわ 2018.10.1

図書館
Library

本館☎74-4111、ＦＡＸ74-4946
　三橋図書館　☎ 74-6300
　雲龍図書館　☎ 76-1122
　両開分館　　☎ 74-4116
　昭代分館　　☎ 74-5111
　蒲池分館　　☎ 74-6200
　水の郷分室　☎ 75-6204

開館時間　午前 10 時〜午後 6 時
※ 火～金曜日は本館のみ午

後 8 時まで開館。三橋図
書館は金曜日のみ午後 8
時まで開館

※  8 日（月・祝）は本館、三橋、
水の郷分室のみ開館

10 月の休館日　月曜日（三
橋図書館は火曜日）
※  9 日（火）は全館休館
※  25 日（木）は資料整理日

で全館休館

水の郷
Health & Welfare 

Center

Movie おはなし会（小学生低学年以下） Reading for Children

掲示板 Bulletin Board
総合保健福祉センター
　水の郷、水の郷くらぶ
　☎ 75-6200、FAX75-6210

　まほろばやまと　☎ 76-4833
　サンブリッジ　　☎ 73-6955

イベント情報 Events 

10 月の休館日
水の郷　　　 　　 月曜日（8 日は開館し、9 日が休館）
まほろばやまと　 保健福祉センター　土・日曜日、祝日
　　　　　　　　老人福祉センター　月曜日、祝日
                 　　 トレーニングルーム　月曜日（8 日は開

館し、9 日が休館）
サンブリッジ　 　土（老人福祉センターは、第2・4を除く）・

　日曜日、祝日

本館
毎週土曜、午後 2 時 30 分～（第 4 土
曜は赤ちゃんおはなし会、午前 11 時～）

三橋図書館 第 2、4 土曜、午後 3 時～
雲龍図書館 第 2 土曜、午前 10 時 30 分～
両開分館 第 2 土曜、午前 11 時～
昭代分館 第 1、3 土曜、午前 11 時～
蒲池分館 第 2、4 土曜、午後 2 時 30 分～

名画劇場
「茗

み ょ う が む ら け ん も ん き

荷村見聞記」（112 分）、午前
11 時～

子ども映画
「くまのおいしゃさん」（23 分）、
午後 3 時～

　スポーツ科学に基づく大
腰筋ウォーキング。内臓機
能の向上や姿勢の矯正、肩
こり・腰痛の解消、転倒・
寝たきりの防止などたくさ
んの効果が期待できます。
本書を読んで、一生ものの
足腰を手に入れましょう。

「電波と光」のことが
一冊でまるごとわかる

井上伸雄 著
（ベレ出版）

小林寛道 著
（日本文芸社）

東大式 世界一美しく
正しい歩き方

失敗図鑑 すごい人ほ
どダメだった！

大野正人 著
（文響社）

10 月 / オススメの新刊 Recommended New Books

　携帯電話などで使われる
電波と照明などの光は、性
質は異なりますが同じ電磁
波の仲間です。電波と光そ
れぞれの原理をわかりやす
く解説し、私たちの生活に
どのように活用されている
のかを紹介しています。

10 月 13 日（土）/ 本館の無料映画

　伝記などで紹介される偉
人たちですが、彼らの多く
が成功し続けたわけではあ
りません。たくさんの失敗
ののちに成功してきました。
挑戦に失敗はつきもの。偉
人たちの失敗した話をたく
さん盛り込んだ一冊です。

本館「秋のおはなし会」
●日時　10 月 27 日 ( 土）、午後 2
時 30分～ 3時

●対象　小学生以下

●期間　10月 27日（土）～11月
9日（金）

●対象　18歳以下
●内容　展示している本を借りてク
イズに挑戦。高得点者にはプレゼント
を配布

●期間　10月 27日（土）～11月
28日（水）

●内容　本を 3冊以上借りると、ス
タンプを1個押します。5個集めると
切り絵のしおりをプレゼント

●日時　11月 1日（木）、午前10時
30分～、入場無料

●朗読者　白秋の詩歌をうたう朱
ざんぼあ

欒
の会

●期間　10月27日（土）～
●内容　本を 5冊以上借りると、プ
レゼントが当たるくじを引けます。
※プレゼントが無くなり次第終了

●日時　10月 28日（日）、午後2
時～

●内容　「手で思いを伝えよう！」
をテーマにしたミニ手話講座やハン
ドベル、手遊び歌、お話など

「北の桜守」
　第 163 回「水の郷シネマ」

　

▪内容　戦中から
戦後の激動の時代
を生き抜いた親子
の姿を描き、戦争
の悲惨さと、生き
ることの尊さを伝
える物語

▪日時　11月 10日（土）、①午前 10時 30分～②午
後 1時 30分～③午後 7時～（開場は 30分前）

▪会場　水の郷ホール
▪料金　前売り券、当日券ともに 1000 円
※前売り券は、水の郷事務室や水の郷くらぶサポー
ター店で販売

図書館マスコットキ
ャラクター「ライブ
くんとラリーちゃん」

昭代分館「読書の秋＋ 1」

本館「あめんぼ読書クイズ」

本館
「読んでよんでスタンプラリー」

本館「おとなの朗読会
～赤い鳥 朗読コンサート～」

蒲池分館
「蒲池っ子秋のお楽しみ会」

　市出身で、東京藝術大学卒業のオペラ歌手金見美佳
さんによるソプラノリサイタルです。

▪日時　10 月 8 日（月・祝）、午後 2時～（開場は
30分前）

▪会場　水の郷ホール
▪料金　前売り券 2000 円（当日 2500 円）
　問い合わせは、金見美佳リサイタル事務局（☎
72・7805）まで。

金見美佳ソプラノリサイタル

●第 181 回柳川健康・文化ウオーキング「北
原白秋を偲ぶコース」＝ 28日（日）、9:15 ～、
からたち文人の足湯前（かんぽの宿柳川の東側）
集合、高校生以上 500 円【問】金子さん（☎
090・3600・0354）
●第 31 回柳川市総合美術展＝ 28 日（日）～
11月 4日（日）、市民体育館

▪近隣イベント
●大川市　▷第 69 回大川木工まつり＝ 6 日
（土）～ 8日（月・祝）、9:00 ～ 18:00、大川
産業会館（大川市大字酒見）など▷ハロウィ
ン ショートショートフィルムフェスティバル
＝ 27 日（土）、12:00 ～ 21:00、28 日（日）、
10:00 ～ 18:30、ヴィラベルディ（大川市榎津）

●筑後市　▷サザンクス筑後女性フェスタ 美祭
Bisai ＝ 7 日（日）、8 日（月・祝）、10:00 ～
17:00、サザンクス筑後（筑後市大字若菜）▷
水田天満宮稚児風流＝ 25 日（木）、10:00 ～
13:00、水田天満宮（筑後市大字水田）

●みやま市　▷ハロウィンオルレ＝ 14 日（日）、
10:30 ～、九州オルレみやま・清水山コース
（みやま市瀬高町）、参加費 1500 円▷新開能
（寶

ほ う ま ん

満神社奉納能楽）＝ 20 日（土）、15:00 ～
21:00、寶満神社（みやま市高田町北新開）

●大木町　▷よかとこ大溝 大木さるこいフェス
タ＝ 28 日（日）、10：00～、大木町地域創業・
交流支援センター「W

わ っ か

AKKA」（大木町横溝）
●広川町　▷スローフードフェスタ新そば祭り
＝ 14 日（日）、10:00 ～ 15:00、逆瀬ゴット
ン館（広川町水原）▷第 37 回広川まつり＝ 20
日（土）、17:00 ～ 21:00、21 日（日）、8:30
～ 15:00、広川中学校（広川町大字久泉）▷ス
ローフードフェスタ秋の収穫祭＝ 27 日（土）、
28日（日）、9:00～21:00（28日は18:00まで）、
里の駅広川くだもの村（広川町大字吉常）

　水の郷ホールイベント

広報やながわは、自主財源確保のため有料広告を掲載しています。
有料広告は随時募集中です。


